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ふるさと紀行

を行う施設を「国庁（政庁）」
と呼んだ。石岡の国衙は方
町で内部に国庁を置き、
周囲に
は土塁と堀が巡らされ、
東西南
北には門が設けられたとされ
る。また国府の周囲は北を国分
寺境界、南をビンズル谷津、東
を山王川低地、西を恋瀬川低地
で限ったとされ、周囲に土塁が
、東西南北には門が設けられた
とされる。なお、国分尼寺跡の
さらに北方には、関連遺跡とし
て工房跡と見られる鹿の子遺
跡が確認されている。天慶
年（939 年）には平将門によっ
て焼かれている。
国府の中枢をなす国衙の遺
構は、石岡市立石岡小学校（石
岡市総社一丁目）の校庭におい
て発見され、
国衙跡と認識され
たのは、昭和 年の発掘調査
で大型建物が発見され、平成
年には小学校の施設建設に
伴う調査がなされたが、
大型建
物が検出されたことから当地
での建設は中止され、そして、
平成 年から平成 年にか
けて本格的な調査が実施され、
国衙の詳細が明らかとなった。
発掘調査からは 世紀末から
世紀までの施設の変遷が明
らかとなっており、 回の建
て替えがあったとされる。これ
らの遺構は平成 年に国の史
跡に指定された。現在は石岡小
学校校庭の地下に保存された
状態で、史跡整備等はなされて
いない。
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社長エッセイ

常陸国府跡
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「節分・節電・電力自由化」
今年も早いもので 月が終わり
初春の風の香りも少し感じ始めた
今日この頃です。また、 月と言
えば節分。最近では恵方巻もすっ
かり定着した様ですが、やはり代
表行事は「豆まき」。今年の干支は
丙申(ひのえさる)。年男の私は還
暦も重なった非常に目出度い年で
もあるので、久し振り(２４年振り)
に常陸国総社宮節分祭で豆まき
をさせて頂きました。裃姿で舞台
から豆を撒く姿は我ながら正に
徳を得た様な清々しい気分であ
りました。

既に自由化されています)。
★最近コマーシャルやチラシ等で見
るけれどその内容が良く解らず
どうすれば良いのか？それも無理
はなくＰＲしている会社も「電気
売ります」と手を挙げている物の
中身はまだ詰め切れてないケース
も多く見受けられます。
当社も昨年 月頃から鋭意・
検討開始し、どのような形でお客
様にメリットを出せるか？を中心
に、現在電源候補４社と最終協
議に入っております。
★また現在ＰＲを始めた会社は殆
どセット販売中心です。実は電気
そのものは利幅が薄く、比較的多
量消費者しか還元出来ないのが
現状です。その為セットで自社商
品を値引き、お得感を出し、本業
の分野でお客様の囲い込みを狙う
戦略プランなのです。
業種によってガス、通信、警備
保障、ポイントカード更には地方
スーパーで食材等との組合せも出
てきております。セット販売は福
袋の様なもので、不要な物も入っ
ている場合も有ります。更に来年
４月には都市ガス自由化も始まり
それに伴う多彩なメニューが出て
くることも予想されます。いずれ
にしてもこの自由化の流れが落ち
着いて来るのに５～１０年懸りま
す。慌てずに何が良いかじっくり
見定める事が大切かと思います。
※当社は電気もセット販売しま
すが、春にガス単独でも値下げを
予定しております。
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石岡小学校内、国衙跡の様子

〝国府〟とは日本の奈良時代
から平安時代に、令制国の国司
が政務を執る施設が置かれた
都市のことで、石岡は旧市街地
の〝国府〟という地名にも残
るようにその一つであった。
石岡市中心部旧市街地の石
岡台地上に常陸国の国府の遺
構がある。この国府は、初代常
陸国司の百済王遠宝の頃に計
画が始まり、 代目の百済敬
福、 代目の佐伯今毛人の頃
までには完成したと推測され
ている。国府内は国衙（こくが
）を西端に配置し、北に常陸国
分寺や常陸国分尼寺、南に総社
（現・常陸國總社宮）が配置さ
れた。当時の領地の体制は各令
制国の中心地に国衙など重要
な施設を集めた都市域を「国府
」、またその中心となる政務機
関の役所群を「国衙」、さらに
その中枢で国司が儀式や政治

19

5

45

7

22

10

11

1

さて「形の無かったものが姿を
現す年」ともいわれる申年は様々
なものに変化が見られます。その
つが４月からスタートする電力
自由化。気になっているお客様も
多いと思いますので、当社を含め
たその流れをかいつまんでお話し
させていただきます。
★電力自由化とは今まで地域で
独占販売していた電力会社以外
でも自由に電気を売れるという
仕組みで今回は最後に残った５０
以下の家庭用・小規模業務用
が対象です。(それ以上の分野は
1
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〒315
315-0013
茨城県石岡市府中 2-3-19
TEL 0299-24-2680
0299
FAX 0299-23-8056
0299
ホームページ http://www.ibaseki.com
E
E-mail ibaseki@arion.ocn.ne.jp

ガスも
リフォームも
も水道も
ガスも 電気も
電気もリフォーム
水道も!!

2 月号
月
2016 年

いばせき広報室
茨石商事株式会社
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〈店舗情報〉
（住所）石岡市東大橋 2001-12
（ＴＥＬ）0299-26-5838
（営業時間）10:00~19:00
※不定休の為、随時お電話にてご確
認下さい。

省エネ住宅の切り札
インプラス
部屋の気密性を高めるため従
来の窓に新たに窓を取り付け
二重窓にするアイテムです。
特徴
①窓からの熱が逃げない。冷房
時外気を遮断してくれる。ひざ
しや紫外線のカット。
②室外の騒音を抑える。
室内の
音漏れを抑える。雨音が感じな
い。
③結露の防止に役立ち、
カビダ
ニの発生を抑える。
④最後に省エネ効果が大幅ア
ップ。工事も短時間でＯＫ。

助っ人参上

今年１月から入社しました
鶴見です。筑波山の麓から通勤
しており、趣味として月１～２
日日帰り温泉へ入浴を楽しん
でおります。
もっぱら栃木方面
へ行っておりますが、皆様へ楽
しみ方をご紹介したいと思い
ます。どこへ行こうかお悩みの
方は、ここで選別方法を参考に
していただけたらと思います。
①

ガイドブック等でかけ流
しの文字を探してくださ
い。かけ流しとは常に新し
いお湯を湯船にくんであ
ふれさせる方法です。人数

②

③

を多く入浴する施設では
不経済となる為、循環式に
して塩素滅菌を行ってい
る施設がほとんどです。
茨
城県の施設では
ほとんどこの方法を行っ
ています。
温泉に行きましたら温泉
成分に興味を持ってくだ
さい。対外成分表が掲げて
ありますのでまずはＰＨ
を見てください。ＰＨ
が中性ですのでそれ以下
ですと酸性泉（いおう泉）
以上ですとアルカリ泉で
す。
温泉には加温や加水を行
っている所がほとんどで
す。加温は源泉が適温の
度に達していない為、
行う方法です。加水は源泉
が熱すぎる為とか成分が
濃すぎる時に行われます。

ガイドブックにこのような表
示がありますので行く前に良
く調べて行ってはいかがでし
ょうか。
鶴見 悦孝
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ネッツトヨタ ウェルサイト石岡

新アイテム登場

BIC
BIC MOTOR
MOTOR

一度ご検討なされてはいか
50,000〜
がですか！ \50,000〜

４２

ファーシル
コインランドリー

カに♪特に、
足の指の間にホッ
トストーンを一つずつ挟んで
くれる工程がお気に入りにな
りました。施術後は、老廃物を
体の外に出せるように、
水分を
たっぷりとりました。当日、雪
が降りそうな位の寒さでした
が、寝る時までホカホカが持続
していたので、冷え性の方はぜ
ひ一度試してみて下さい！
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〈オーナー様より一言〉
昨年５月末に移転オープンしまし
た。当店はエステ、ネイル、まつ毛
エクステと豊富なメニューがあり、
特にエクステとネイルの同時施術が
ご好評を頂いております。アットホ
ームな雰囲気で楽しいお時間を過ご
して頂けます様スタッフ一同、皆様
のご来店を心よりお待ち致しており
ます。

お得情報！
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☆全身ホットストーンオイルマッ
サージ（ 分）¥10,500 が¥5,000
☆フェイシャル（ 分）+ヘッド
（ 分）¥2,000
☆ジェルネイル 定額サンプル
¥4,980 が¥3,984～（ ％オフ）
☆高級まつげエクステつけ放題
¥6,300 が¥4,649
※ご新規様一人一回限り、予約時
に「ワク通みました」とお伝えく
ださい。
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気になるお店紹介

今回は、東大橋のエステ＆ネ
イルサロン Facil(ファーシル)
をご紹介いたします。
ファーシルさんは、市内では
珍しい個室スペースで施術で
きるアットホームなお店です。
早速、おすすめの肩こり・む
くみの解消と代謝アップを促
進させる「全身ホットストーン
マッサージ」
（ 分）を体験さ
せていただきました。
あたたかいベットの上に、う
つ伏せになり ℃～ ℃に
温めた石（ハワイの火山岩）を
背中に置いていくと遠赤外線
効果でじんわりと温かくなっ
ていきます。そのあとに、足の
方からオイルマッサージ♪オ
イルは 種類から選べるので、
その時の気分に合わせてもら
えます。足裏から背中にかけて
マッサージをしたら、仰向けに
なりつま先から胸にかけてハ
ンドマッサージを行った後に、
ホットストー
ンでリンパの
流れを促進し
ていきます。
私は、冷え性
なのですが、
施術が終わる
ころには体の
芯からホカホ
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